
スパ機能付きサウナヒーター

saunum 
primary

Saunum Primary は、家庭用やホテルの一室にある小さなサウナ室から、屋外で使用していただける少し大型のサウナ小屋まで幅

広くご使用していただける、全空間気温調整システムがついた”新体験SAUNA”ヒーターです。大容量のストーンバスケットと、特許取

得済みの全空間気温調整システムにより、今までのサウナヒーター製品では前例が無い、室内の全空間をやわらかく持続する、

　”Leil（レイル）”＊が満たします。また、蒸気吐出口にあるヒマラヤ岩塩ボールがイオンを発生することにより、より一層リラックスでき

る”新体験SAUNA”をお楽しみいただけます。

＊Leil（レイル）とはエストニア語でロウリュを意味する単語です



5 in 1
サウナ・スパ

家族みんなでご使
用いただける。

よりやさしい
蒸気

息苦しくない

セット内容

ヒーター、 全空間気温調整システム、 岩塩

ボール７pcs

4,5/6 kW 12 kW

ストーンバスケット

かご型、カバー型

色

黒 アントラシートグレー

全空間気温調整システム

3 種類のファンの速度、高さ調整可

能

製品の高さ

調整可能 1800–2400 mm

製品の奥行と幅

324 mm x 460 mm

本体の重量

40 kg
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スパ機能付きサウナヒーター

saunum primary
コンパクトなサイズと、時代を超えて使用いただけるシンプルなデザインにより、Saunum　Primaryはどんなサウナ空間にでもマッチしま

す。また、ミニマリストのようなノルディックブラックとアントラシートグレーの２色からお選びいただけるカラーオプション、ストーンバスケットを

カバーで覆い一体感をか、格子状で大容量のサウナストーンをアピールする、２仕様からお選びいただけます。”新体験SAUNA”をよ

りスマートにお楽しみいただけるように、Leilコントローラをご使用されることを推奨します。Leilコントローラのタッチパネルを操作すること

によって、ヒーターの温度と全空間気温調整システムの両方を、より簡単で視覚的に調節していただけます。

Saunum Primary　はお客様にリラックス効果と特徴的な”Leil（レイル）”を お届けします。ヒーターの設定温度と全空間空気調節シ

ステムのファンの速度を変えることにより、５種類の異なるサウナ・スチームスパ空間を１台でお楽しみできる、世界初の 5 in 1 ヒーター

になっています。



saunum primary
Open stone basket

サウナストーン Ø 5-10 cm

３相仕様　ヒューズ

３相仕様　ヒーターへのケーブル

単相仕様　全空間空気調整システムへのケーブル

コントローラー

アロマサウナ仕様向け

推奨使用空間

使用に伴い準備していただくもの

ヒーター出力

3 x 1,5 mm² / Saunum Leil コントローラー使用時 5 x 1,5 mm²

Saunum　Leil コントローラー

Saunum　サウナアロマオイルセット

3-5 m³

180cm

150 mm

150 mm

1000 mm

4,5 kW

60-70 kg

C10

5 x 1,5 mm²

5-7 m³

180 cm

150 mm

200 mm

1000 mm

6 kW

60-70 kg

C10

5 x 2,5 mm²

10-13 m³

12 kW

200 cm

200 mm

300 mm

1300mm

90-105 kg

C20

5 x 4 mm²

天井の最低高

ヒーターからの安全距離（最低）:

左右側面

前面

ストーン上部から天井



saunum primary
Closed stone basket

サウナストーン Ø 5-10 cm

３相仕様　ヒューズ

３相仕様　ヒーターへのケーブル

単相仕様　全空間気温調整システムへのケーブル

コントローラー

アロマサウナ仕様向け

推奨使用空間

50 mm

50 mm

1000 mm

使用に伴い準備していただくもの

ヒーター出力

3 x 1,5 mm² / Saunum Lei コントローラー使用時　5 x 1,5 mm²

Saunum Leilコントローラー

Saunum　アロマオイルセット

3-5 m³

200 cm

4,5 kW

60-70 kg

C10

5 x 1,5 mm²

5-7 m³

200 cm

6 kW

60-70 kg

C10

5 x 2,5 mm²

天井の最低高

ヒーターからの安全距離:

左右側面

前面

ストーン上部から天井



サウヌムの特許を取得した、全空間空気調節システ

ムは、天井近くにとどまっている高温の蒸気を上部か

ら吸い込み、床の表面にとどまっている冷たい空気と

混ぜることによりやわらかな蒸気を室内に送り返しま

す。

外気中の酸素を取り込むことにより酸素を空気中に

多く含んだ、息苦しくならない、やわらかな”Leil (レイ

ル）”が発生します。ストーンに水を頻繁にかけることに

より、より多い蒸気、より高い湿度、そしてより多くの

健康的な汗をかくことができます。

特許を取得した吐出口に岩塩ボールを使用した、空

気を循環させるシステムにより、ヒマラヤ岩塩からのイ

オンが”Leil（レイル）”と混ざることにより呼吸器官系と

肌にいい影響を与えます。

もっとリラックス効果を得たいお客様にはSaunum アロ

マオイルセットをお勧めします。　循環する空気のシス

テムにより、やわらかな蒸気とともにアロマの香りが全

空間に行きわたります。

アロマオイルをストーン上部にかけたり、アロマオイル入

りの水をかけることによって起こるサウナヒーターの劣化

や、アロマオイルが焼けこげることによって発生する有

毒な煙や嫌な匂いを一切起こすことなく、心地よいア

ロマサウナ・スパをお楽しみいただけます。

サウヌムのヒーターと、全空間気
温調整システムはどのように働
きますか？

サウナ室の広さを考慮し適切な出力のヒーターを
導入してください

サウナ室、または使用する空間の広さを算出する際にですが、壁や室内の素材(レンガ, ガラスブロック, ガラス,コンク

リート,　タイル張り, などなど.) により、室内容積以上に対応する出力のヒーターが必要な場合があります。上記の

素材で構成されている空間の場合、１ｍ³につき1.2Kwのヒーターが必要と計算してください。

例えば、ガラス張りでできた１０ｍ³のサウナ室内の場合、12Kw出力のヒーターが必要になります。



クラシック北欧スチームサウナ

室内温度 60‒100 °C
全空間気温調整システムのファンの速度１

全空間気温調整システムの吸気口２５％開口

多湿スチームリッチサウナ

室内温度45‒60 °C. 
全空間気温調整システムのファンの速度２

全空間気温調整システムの吸気口１００％開口

温度が低い時ほど、吸気口をより開けて、ファンの速度をよりあ

げることにより、ヒーターに水をかけたときにより多くの蒸気が発

生します。

マイルドサナリウム＊

室内温度 40‒55 °C
全空間気温調整システムのファンの速度１

多湿サナリウムを希望の場合は、吸気口を最低でも２５％開

口してください。

マイナスイオンサウナ

室内温度40‒100 °C. 
全空間気温調整システムのファンの速度１

全空間気温調整システムの吸気口２５％開口

ヒマラヤ岩塩ボールはファンが動作している際はどの温度帯でも

マイナスイオンを発生いたします。

リラックスアロマサウナ

室内温度40‒90 °C
全空間気温調整システムのファンの速度１

全空間気温調整システムの吸気口２５％開口

Saunumアロマオイルを蒸気吐出口にセット

＊サナリウムとはKlafs社の登録商標で、伝統的なフィンランドサウナの一つであ

る室内温度５０℃前後湿度５０％ほどの空間を表します。

www.saunum.com

saunumsaun saunumsauna

saunum saunum

５ in １サウナ・スチームスパ空間

以下の代表的な５種類の空間を一台でお楽しみいただけます。
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